
熱や力になる 血・肉・骨に 体の調子を 夕食に食べてほしいもの

（黄）もの （赤）なるもの （緑）整える エネルギー　・　たんぱく質

ししつ　　　・　食塩相当量

みそラーメン　なめし めん　こめ　さとう ぶたにく　とりにく にんじん　たまねぎ　にら　ねぎ こざかなるい

ぼうぎょうざ ごまあぶら　ぱんこ みそ　ツナ　 もやし　とうもろこし　キャベツ ６９８　・　２６．８

1 月 ツナとわかめのサラダ あぶら　ごま わかめ　ぎゅうにゅう きゅうり　ひろしまな　きょうな ２１．７　・　３．９

ごはん　こまつなのみそしる こめ あぶらあげ　みそ にんじん　こまつな　だいこん いもるい

さけのきのこホイルやき バター さけ　ヨーグルト しいたけ　しめじ　えのきたけ ６２１　・　２８．８

2 火 ごぼうとベーコンのサラダ　ヨーグルト ごま ベーコン　ぎゅうにゅう ごぼう　きゅうり　とうもろこし １８．４　・　２．６

カレーライス　ハムとブロッコリーのサラダ こめ　むぎ ぶたにく　ハム にんじん　たまねぎ きのこるい

ももいろミルククレープ じゃがいも　あぶら チーズ　たまご グリンピース　とうもろこし ７１８　・　２３．４

3 水 ≪ひなまつりきゅうしょく≫ こむぎこ　バター ぎゅうにゅう ブロッコリー　りんご　もも ２７．３　・　２．９
ホットドッグ　マカロニミートソース　チキンナゲット パン　さとう　パンこ ウインナー　とりにく にんじん　キャベツ ごま・ナッツるい

ミニトマト　ポテトサラダ　みかんゼリー あぶら　マカロニ　こむぎこ ぶたにく　チーズ たまねぎ　グリンピース ７１５　・　２５．６

4 木 ≪６ねんせいありがとうきゅうしょく≫ バター　じゃがいも ハム　ぎゅうにゅう トマト　きゅうり　みかん ３３．６　・　３．４

ごはん　どさんこしる こめ　あぶら ぶたにく　とりにく にんじん　もやし　たまねぎ さかなるい

とりにくのレモンに バター　 とうふ　みそ とうもろこし　ねぎ ６３７　・　２９．８

5 金 だいずサラダ　せとか でんぷん　さとう だいず　ハム　ぎゅうにゅう きゅうり　キャベツ　せとか １７．３　・　２．７

ごはん　にくじゃが こめ　さとう ぶたにく にんじん　たまねぎ かいそうるい

あかうおのさいきょうやき じゃがいも　あぶら あかうお　ツナ グリンピース　 ６３９　・　３０．７

8 月 はくさいのツナあえ　こくとうビーンズ ごまあぶら　 だいず　ぎゅうにゅう はくさい １６．１　・　１．７

マーボーどん こめ　むぎ　ごま ぶたにく　ししゃも にんじん　しいたけ くだものるい

ししゃものかおりやき さとう　でんぷん とうふ　みそ　ひじき ねぎ　にら　たけのこ ６７５　・　３１．９

9 火 ひじきのマリネ あぶら　ごまあぶら ハム　ぎゅうにゅう とうもろこし　きゅうり ２１．６　・　３．２

10 水
６６２　・　２７．１
２７．１　・　２．７

ごはん　だいこんのべっこうに こめ　ごま ぶたにく　ぶり にんじん　だいこん こざかなるい

ぶりのてりやき　なっとうあえ　いちご あぶら なっとう　かつおぶし ねぎ　もやし ６７８　・　３１．１

11 木 ≪３がつのおたんじょうびおいわいきゅうしょく≫ さとう ぎゅうにゅう こまつな　いちご ２４．６　・　１．５

ナン　ドライカレー ナン　こむぎこ ぶたにく　だいず　ツナ にんじん　エリンギ　たまねぎ さかなるい

ボイルウインナー バター　さとう ひよこまめ　チーズ ピーマン　グリンピース ６２４　・　３１．１

12 金 ツナポパイサラダ　 あぶら ウインナー　ぎゅうにゅう ほうれんそう　きゅうり ２４．６　・　３．０
せきはん（ごましお）　おいわいすましじる　ごしきあえ もちごめ　さとう とうふ　わかめ　とうにゅう にんじん　だいこん いもるい

えびフライ（ソース）　　そつぎょうおいわいデザート あずき　こめこ なると　えび　ハム しめじ　ねぎ　ほうれんそう ６１３　・　２４．５

15 月 ≪そつぎょうおいわいきゅうしょく≫ ごま　あぶら たまご　ぎゅうにゅう もやし　キャベツ　いちご １７．６　・　２．９

16 火
わかめごはん　なめこしる こめ わかめ　なめこ　とうふ　みそ にんじん　ねぎ きのこるい

カラスカレイみりんしょうゆづけ ごまあぶら　 しろいんげんまめ　ひじき えだまめ　とうもろこし ６２５　・　２６．０
17 水 えだまめとツナのわふうサラダ　きよみオレンジ さとう　ごま カレイ　だいず　ツナ　ぎゅうにゅう きゅうり　きよみオレンジ ２０．３　・　３．２

ちゅうかどん こめ　むぎ　さつまいも ぶたにく　うずらたまご にんじん　たまねぎ　こまつな くだものるい

ひとくちやきいも あぶら　さとう　ごま えび　たまご　ハム はくさい　たけのこ　はくさい ６５９　・　２３．５
18 木 こまつなとハムのごまふうみあえ でんぷん　ごまあぶら ぎゅうにゅう しいたけ　グリンピース １６．５　・　１．９

ごはん　けんちんじる こめ　さといも　こむぎこ とりにく　とうふ　あぶらあげ にんじん　だいこん きのこるい

たらのあげに でんぷん　あぶら たら　しらすぼし　のり ごぼう　ねぎ　もやし ６１１　・　２９．５
19 金 しらすあえ　アセロラゼリー さとう　ごま ぎゅうにゅう ほうれんそう　アセロラ １２．１　・　２．０

こくとうパン　はくさいのクリームに パン　ごま とりにく　ベーコン　チーズ　なまクリーム にんじん　はくさい　きゅうり かいそうるい

ロールポーク じゃがいも　あぶら ひよこまめ　ぶたにく　しろいんげんまめ たまねぎ　とうもろこし　だいこん ６９６　・　３２．５
22 月 ごぼうサラダ さとう　こむぎこ とうにゅう　ツナ　たまご　ぎゅうにゅう パセリ　さやいんげん　ごぼう ２７．５　・　２．９

ひじきごはん こめ ひじき　とりにく にんじん　もやし こざかなるい

さばのごまだれやき あぶら　ごまあぶら さば　あぶらあげ グリンピース ６７０　・　２４．７
23 火 なのはなあえ　バナナ さとう　ごま たまご　ぎゅうにゅう ほうれんそう　バナナ ２５．４　・　１．９

エネルギー たんぱくしつ ししつ しょくえんそうとうりょう

こんだてめい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆（やきおにぎり　パンダパン　にくまん）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンソメスープ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆（たこのからあげ　　とうふナゲット）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆（ハンバーグ　　オムレツ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーンのいろどりサラダ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆ミニカップデザート（バレンシアオレンジ　　ティラミス　　いちごミルク）

※選ぶものにより栄
養価が異なるため
平均値を記載して

います。

～卒業式
そつぎょうしき

～　　６年生
ねんせい

の皆
みな

さん　ご卒業
そつぎょう

おめでとうございます

２２．０ｇ　 ２．７g

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※　献立の一部を変更することがありますので、ご了承ください。牛乳は毎日つきます。

平　均　栄　養　価 　６５９Ｋｃａｌ ２７．９ｇ

令和２年度

３がつのこんだてひょう   

八千代市立阿蘇小学校

日 曜

基　準　栄　養　価 　６５０Ｋｃａｌ ２１．４～３３．０ｇ １４．７～２２．０ｇ ２．０g未満

今月の目標

一年間を振り返ろう
いちねんかん ふ かえ

そつぎょう・しんきゅうおいわい

もうすこしで、そつぎょう・しんきゅうのきせつですね。このいちねん
かんで、すきになったたべもの・たべられるようになったたべものはあ
りますか？にがてなたべものが、ひとつでもへらせるようになってくれ
たらうれしいです。バランスよく、たくさんのたべものをたべられるよう
にしましょう。


